
第二部 
 
【平湯】それでは第二部を始めさせて頂きます。第二部は、コーディネータに全国ネット

から駿河大学の吉田さん、シンポジストに、日本こども家庭総合研究所才村さん、青森中

央児童相談所長の坂上さん、全国養護問題研究会で養護施設の黒田さん、中央大学教授で

茨城県の民間団体のネットの活動もなさっている鈴木さん、最後に厚生労働省の古川さん

にお話いただくことになります。 
 
【吉田】ただいまご紹介に預かりました、児童虐待防止法改正を求める全国ネットの代表

を勤めさせていただいております、吉田と申します。よろしくお願いいたします。本日は

休日の中多数お越しくださいましてありがとうございます。まず最初にこのシンポの趣旨

と流れを簡単にお話します。 
今日は、公務員、研究者、それから民間団体関係というシンポジストの視点からお話いた

だき、児童福祉法や児童虐待防止法改正について、また地域間格差の問題を多方面から考

えたいという企画であります。ご承知のように、児童虐待防止法が改正されまして、児童

福祉法の改正が現在国会で審議されている中で、市町村の役割が大きく変わります。児童

虐待の通告機関になるなど地域ネットワークの要になったり、あるいは従来の児童相談所

の役割を変わって受ける、ということになり、第一線の役割を担うわけです。ところが現

実に市町村においては、児童福祉は児童相談所任せという面がなくもなかった。お手元の

資料にありますが、児童虐待防止には欠く事のできない児童福祉ネットワークの配置状況

については、市町村間で相当の格差がある、というのが実情です。また、都道府県におき

ましても、非常に件数が増え、ケースが難しくなっております。児童相談所を裁判所がバ

ックアップするということはあっても、今以上に児童相談所の仕事が大変になってくるで

しょう。ところが、すでに指摘されているように、児童福祉士の配置基準というのも、都

道府県によって大きな較差が広がっています。ところが、今回三位一体の改革で、児童虐

待や児童福祉の費用が自治体に降りる、ということになっております。言い換えれば、国

によって全国にシビルミニマムが確保されてきたものが、自治体に委ねられる、というこ

とになります。現実に格差があるにもかかわらずこうした事態が進むとどうなるのでしょ

うか。一例ですが、先日私どものネットワークで報告しましたけれども、三位一体をどう

考えるのか、児童福祉司の配置をどう思うのか、というアンケートがあります。ここにあ

りますように、児童相談所長の圧倒的な多数はこれを足りていない、と認識している。と

ころが首長さんの方は、おおむね足りているという答えと足りていないという答えが、ほ

ぼ同数ぐらいになっているように、認識のずれがあります。このままいった場合にこうし

た地域間格差というものがどうなってしまうのか、ということが非常に懸念されます。そ

こで、本日のシンポジウムは、地域間格差の現状を明らかにし、現状や、その格差によっ

てどのような問題が生じるのか、格差の是正に向けて何が必要なのか、ということを考え



たいと思います。 
一番最後に、古川報告を頂きます。児童福祉法の改正に深く携わった古川前室長に、法改

正の全体像を明らかにしていただきます。才村さんからは、全国的に見た自治体間格差の

現状をまとめていただきます。坂上さんからは、児童相談所の立場から、児童福祉司の増

員の効果をご報告いただきます。青森県は、人口比で児童福祉司を一番多く配置している。

これがどのようなよい影響を与えたのか、ということをお話いただきます。それから、黒

田さんからは、児童福祉施設、児童擁護の立場から見た地域間格差、施設間格差、そして

鈴木さんからは法律学、あるいは民間団体から見た地域間格差の問題をお話いただきます。 
それではまず、日本子ども総合研究所の才村純さんからご報告を頂きます。現在、市町村

の取り組み状況について色々調査されている、ということでそのあたりも含めてお話いた

だければと思います。 
 
【才村】子ども虐待防止の地域間格差を考える、というテーマですが、そもそも地域間格

差は何が問題なのか、なぜそれが問題になるのか、ということについては、これが人権、

とりわけ生命に関わる問題であるから、ということがいえます。つまり、医療や年金、生

活保護、こういったものは、直接人の生命人権に関わっていますから、地域によって、救

われる、救われない、ということがあってはならない。QOL の向上につながるための施策

は、それぞれの地域の判断で進められてもいいと思います。しかし人権生命に関わる部分

は、最低限のラインは確保される必要があるだろうと思われます。そこで、私に与えられ

た一番大きな課題は、どういったところに格差が見られるのか、という格差の実情の報告

であります。さきほど岩城先生からもお話がありましたように、地域によっては、例えば

残念ながら児童相談所が関わっていて子どもを救いきれなかったケースは、それに対する

検証をし、きちんと公表しているところもあります。逆に全く検証を行っていない所、検

証を行っても全くクローズな所など、色々な格差があります。さらにネットワークの実態

についても、担当者が集まって年に二、三十回も開いているところもありますし、中には

年に一回、適当にお茶を濁す、というような、アリバイ作りとしか捉えようのないような、

ネットワークが形骸化しているようなところも見られます。色々と格差がありますが、今

日は、児童相談所に的を絞りまして、児童福祉司の配置の数、児童相談所の職員の専門性、

児童相談所の取り組み姿勢、こういったところについて申し上げます。 
児童福祉司の配置数は、厚生労働省では、平成 12 年以降、毎年児童福祉司の増員を図って

おります。交付税の積算基準では、人口 6 万 8 千人に一人ということで、これが国の実質

的な基準になります。表に載っているように、現在交付税基準をクリアしていない自治体

が、60 の中の 36 箇所ですね。つまり、6 割の自治体が、国の基準を満たしていない。これ

を見ても、いかに児童福祉司の配置状況というものの自治体間格差が大きいかが分かると

思います。 
次に児童相談所の職員の専門性の問題です。データが古くて恐縮ですが、児童福祉司の任



用状況では、行政職と福祉職の数では若干福祉職の数が上回っているわけですが、例えば

自治体の専門職に対する考え方ですと、60 自治体の中で全員専門職で当てている、という

のが、11 箇所。残りの 49 は、事務職や行政職と福祉職の混在チームになっております。い

ずれにしましても、専門職であてるかどうかや任用資格にも、自治体間格差がかなり見ら

れます。また、児童相談所の職員の専門性を高める上で研修やスーパービジョンが非常に

大切ですが、二年前にこれらについて実態調査をしたことがあります。この研修について

も自治体間格差が非常に大きい。特に児童福祉司に一般行政職を任用している自治体は、

全員専門職の自治体よりも、研修の数や予算、回数が極めて貧弱である、とうい結果が出

ております。本来は逆で、行政職を当てているほうが、研修は充実されていてしかるべき

なのです。その原因は、専門性に対する認識の違いがあるのではないかと思います。また、

職種別や実務経験年数別に研修を実施している団体、これは、厚生労働省の運営指針でう

たわれているわけですが、実際にやっている自治体はごく一部でして、研修の体系化がは

かられていないということがわかります。さらには、専門職の多い自治体では技術修得に

重点化した研修が行われているのに対して、行政職の多い自治体では、基本的な知識を習

得するだけです。しかも一般行政職の場合には、異動のサイクルが二年三年と短いわけで

すから、基礎的な知識の修得段階で現場を去っていくので、組織の中で専門性が蓄積され

ない、という問題があります。それから、スーパービジョンですが、3 割以上の児童相談所

で、スーパーバイザーが一人も設置されていないという実態がわかっております。さらに、

スーパーバイザーの経験年数ですが、20 年以上の人が 16％をしめる一方で、10 年未満の

人が半分以上を閉めている。これも、かなり格差がございます。特に、三年未満というの

が 20％でして、全く今まで福祉の経験がなくて、たまたま相談課長に来た、その職制でも

ってスーパービジョンを行っている、というところが何ヶ所か見られています。福祉の経

験もなくて、どうしてスーパービジョンができるのかな、とも思いますが。それと、スー

パーバイザー一人あたりのスーパーバイジー数、これも千差万別でして、一人の所もあれ

ば、210 人のところも、4 箇所見られました。児童相談所の取り組み姿勢ですが、立ち入り

調査、これも平成 13 年度と平成 14 年度上半期で、立ち入り調査は、０件が半分です。１，

２件というのが 26％、ところが一方で、６件以上というところが 10％以上あります。これ

を細かく見ていきますと、やっていないところは全くやっていないのに対し、やっている

ところは何回もやっている、というように、両極になっております。細かく見ていかない

と、正確なことはわかりませんが、法的対応においても自治体間格差が見られるのではな

いか、という推測はされます。 
さて、なぜ格差が生じるのでしょうか。私は児童福祉司と行政の仕事、そして研究員と三

つの経験をさせていただいた中で考えたいと思います。特に大阪府の障害福祉課での私の、

予算要求、人員要求、団体との交渉、議会対応といった経験を通じて、個人的な考え方を

申し上げたいと思います。一言で言いますと、現場と行政と研究者の溝が極めて深いので

はないか、と思います。先ほどの吉田先生のお話にありましたように、一般財源化に対す



る見解についても、例えば現場の児童相談所長さんと首長さんとではずいぶん考え方の相

違がある。行政は、数字、費用対効果が大事。つまり、言いたいことはわかるけれどもそ

れにどれだけお金がかかるのか、それだけ公費を投入したことによってどの程度の効果が

認められるのか、エビデンス、数字を出せ、ということになります。そういう行政から言

わせれば、現場の意見というのは非常に抽象的でわけがわからないということになります。

他方現場では、エビデンスを示すという発想がない。そして、行政は全然わかってくれな

いと感じる。さらに研究者に対しては、忙しい中で調査に協力しても、結局研究者個人の

業績を上げるためだけであって、全然自分達の実践に結びつかない。確かにわれわれ研究

者には反省すべきところも多い。いずれにしても、この溝が深い中で、現場、住民の声が

行政に反映されにくいのではないかと思います。その他色々な項目がありますが、いずれ

にしても、現場や住民の声を聞き、何が何でも施策を充実させるんだという意欲が乏しい

ところも中にはあるのではないか、と思われます。特に当事者が声を発することのできな

いセクションはどうしても対応が甘くなりがちで、そのことで、人事、財政当局を説得し

きれない。私がいた障害福祉課では、障害者は多くは自ら権利主張ができるので、それこ

そ非常に厳しく責められたこともありますし、少しでも施策を前に進めないと次の交渉が

もたないので、それこそ財政当局に日参して頼むから予算をつけてくれ、と頑張ったこと

があります。ところが、虐待を受けた子どもや虐待の親は行政に対してなかなか物を言え

ないので、どうしても行政の姿勢も甘くなりがちではないかと思います。また首長、議会

に、少子化対策、児童福祉対策の重要性に対する認識がどれだけなされているのか。 
そこでどういう状態がベストかということですが、やはり地域間格差の中で、最低限の保

証、ラインは国で縛りをかけ、そのうえで地域に応じた対応が必要ではないかと思います。

最後に、どうすればよいのか、ということですが、まず現場、行政、研究者の協働です。

現場は非常に忙しいですし、実態や課題を抽象化し理論化することにはなれていないので、

研究者は、常に現場にアンテナを張り巡らせて、その声を把握し、それを行政に通じる数

字や費用対効果といった論理に翻訳して、行政と共通の土俵で議論することで施策に反映

させていく。つまり、研究者は住民や現場の代弁者であるべきではないか、と思います。

最後に、国ですが、人員や予算要求に有効なツールの提供を、というように書きました。

私も障害福祉課にいたときに、国の方から通知があればそれを根拠として人事当局財政当

局にもっていくことで随分前に進んだ、という経験もあります。そういう意味で、現場が

予算要求するためのツールとして、きちんとした根拠を示していただく必要があるのでは

ないかと思います。また日本人は、周りを見ながら自分のあり方を考える傾向が強いので、

児童福祉司の配置状況という一覧表があると、自分の所は遅れているかどうかが一目瞭然

となり、県のほうも、人事当局に話を通しやすいのではないかと思います。 
 
 
【黒田】ご紹介いただきました黒田です。私に与えられた課題は、児童養護施設における、



地域間格差及び施設格差です。地域間格差については、まず、現在の国の制度の実施につ

いて説明させていただきます。 
一番目に、地域小規模児童養護施設、つまりグループホームです。独立した普通の家屋

で 6 名が生活する形態ですが、今年の春の集約の段階で、全国の都道府県・政令市 60 自治

体のうち、実施されているのが 34、箇所数が 67 です。児童養護施設の職員配置は子ども六

人に対して職員一名ということが基本ですから、地域小規模児童養護施設の場合には、六

人の子どもに対して常勤二名ですので、割高になる、ということがあります。ですから、

ある県の施設長さんに伺ったところ、同時期に幾つかの施設で申請したが、県の予算の都

合で受け付けてもらえなかったということも聞いております。積極的にできるだけたくさ

ん設置しようと動いている自治体はごく一部でして、設置していない、もしくは設置して

いてもあまり沢山増やしたくない、という自治体があるということがいえると思います。  
二番目は、今年度国が実施しました児童養護施設への職員増員の予算措置についてです。

一つが小規模グループケア化予算、これは、玄関があって台所、食堂、トイレ、それに子

どもたちの居室が一つのユニットになって、6 人から 15 人が生活できるマンションのよう

なユニットがあれば一人増員する、という予算なのですけれども、16 年度当初、予算措置

の予定なし、としていたのが資料に書いてある自治体です。地方の方に伺ってみますと、

国の予算が決まった段階で、「うちは対象施設がないから予算化の必要がない」と県は最初

から検討もしなかったので、色々働きかけているんだ、というような話が伝わってきたり、

また、国は建物の改修計画を示せば増配置をしても良いという見解だったんですが、今現

在、条件が満たされていない施設には実施しない、という見解を示して、施設が整備する

かしないかも聞かないうちに、予算化する必要はない、というような県が結構あった、と

いうように聞いております。ちなみに、予定なしというのには、検討中の県は入っており

ません。 
次に家庭支援専門相談員、これの予定なしというのは、私にはあまり理解できないので

す。というのもこれは、措置費の中に最初から組み込まれてきたものですから、予算措置

をしないということが、制度論的に成り立つはずがないと思うのですが、それでもそうい

う回答が出てくる。 
それから、被虐待児個別対応職員が、今年度が定員 50 名以下のところも配置するように

なったということなのですが、幾つかの県につきましては、検討する予定はない、という

ことでした。チェックしたところ 50 人以下の施設がないというわけでもないのですが、最

初から予定なし、ということです。 
情緒障害児短期施設の設置ですが、これはもう何年も厚生労働省は全都道府県に一箇所

ということで働きかけていますけれども、未だに全国で 26 施設にとどまっている。ですか

ら、国の制度で、全国一律に適用されているはずなのですけれども、それでもやる所とや

らない所という差が、現実にはあちらこちらででてきています。 
施設内における子どもへの権利侵害や不正への対応の格差についても、私には気になっ



ているところです。例えば千葉市の児童養護施設での不正への対応ということですが、こ

こでは子どもの食費の上前まではねていた、ということが報道されているわけですがお金

を返せばそれでよしということで、理事長達は承知でやっていたのに、そのまま辞めずに

すんでいるということがあります。他方、埼玉県での権利侵害への対応は、それこそ申立

てから勧告が出るまで非常に早く、施設長の解任を含む勧告が出ました。このように、問

題が起きた時の対応にかなりの地域差があるんですね。 
子どもの権利条約に関して、昨年の国連での審査の際の、施設での子どものプライバシ

ーは守られてますか、という質問に対して、日弁連の方が、日本のある児童養護施設で子

どもの居室にマイクが設置されていたということを、あきらかにしたそうです。その施設

では、子どもにはそのことをずっと隠しておいたということです。これは、夜泣きをして

いる子どもにすぐ対応するためのもので子どもの話し声は聞えないという説明で県は了承

したそうですが、幼児の夜泣きは聞えて子どもの話し声は聞えないという設備があるのか、

というようなやりとりもあって、国は設置自体が問題だとしたんですね。権利侵害一つと

っても、県によって対応にかなりばらつきがあります。こういう問題も私にとっては、す

ごく気になるところです。 
 次は各都道府県での単独の加算事業ですが、やっているところはやっているしやってい

ないところはやっていない、ということなんですが、結局財力の差だ、ということになっ

てしまいます。 
私がずっと気になっているのは、職員配置の最低基準で、六対一は昭和 51 年に決まった

もので少なすぎるとしばしば言われますが、実は遡ると、昭和 39 年の国会で、当時十対一

の配置を六対一にしてまいります、と答弁されたものです。つまり、もとの調査は昭和 36
年、37 年の調査だということです。段階的に改善され六対一が実施されたのは、昭和 51
年でした。ですから、40 年前の実態に基づいての職員配置基準が、今も何も続いています。 

またこれも長年、改善されていない最低基準ですが、子どもの居室は一部屋あたり 15 名

以下、ということです。一人あたり１、5 畳が 2 畳に改正されましたけれども、これらにつ

きまして、昭和 23 年当時の厚生省はこの最低基準について書いた解説で、今国は戦争に負

けて非常に貧しいので、こういう低い基準でやむをえず設置しますが、いずれ国が復興す

れば改正します、という趣旨のことを書いています。それが未だに１室 15 人以下という基

準が生きているのは、未だ戦後復興していないのでしょうか。これは、施設の問題なのか

自治体の問題なのか、よくわかりません。厚生労働省は、5 名を超える大部屋は解消するよ

うにと予算説明のたびに話しているのですが、なかなか解消しません。最低基準を 10 人や

8 人にしてしまうと、基準違反になる施設がたくさんあり困るので、先に実態を変えてそれ

から最低基準を変えるというのがこれまでのやり方です。 
それから、施設間格差については、職員配置の比較表ですが、定員ごとに、これだけ置

くことができます、という表です。置くことができるということは、置いている施設と置

いていない施設がある、ということです。どの施設でも、条件を整えれば、制度的には最



大限これだけ置くことができる、ということです。なぜこれを出すかと言いますと、例え

ば家庭支援相談員などは、施設の規模に関係なく、どんな施設でも一名です。ですから、

施設の規模が小さいほど、子どもに対する職員の配置が手厚くなります。これを全部置い

たとした場合の合計がここにあがっている数字です。 
45 名以下の施設には小規模施設加算がつくということもありまして、実は 40 名定員も

50 名定員も、保育士指導員の配置人数は変わらない、ということが起きます。 
非常勤常勤を混ぜたり、専門的役割の職員を全部合わせて割り算をするというのは、本

来は妥当ではありませんが、あえて割ってみると、職員一人あたりの児童定員数というの

が下の数字です。不正確な数字ではありますが、今の制度は、定員によって職員の手厚さ

が違っている、ということがいえます。 
これに加えて先日、ある施設職員と話していましたときに、その職員の施設は 60名定員、

私が働いている施設は 40 名定員なのですが、保育士と指導員の人数が同じだ、ということ

に気がつきました。20 人も子どもの数が違っても、保育士と指導員の人数は同じだね、と。

20 人も子どもの数が増えても、保育士・指導員の数が同じということは、彼の施設は現在

ある制度を利用して、できるだけのことをやる努力をしていないということです。 
また、もう一つの問題として、申請すればこういうことができる、ということを県が施

設にちゃんと説明しているのかということです。制度も分からずにいる方もいる方ですが、

申請がこないからといって放っておく県も県です。 
これは、子どもにすれば施設の当たり外れがある、ということです。現在ある制度をき

ちんと使って、できる限りのことをやるということが前提だと思うのですが、施設やもし

くは地域の行政の姿勢によって、子どもが受けられるはずの福祉を受けられない、という

ことになります。今ある制度を本当によくしたい、ということと、今ある制度を現場で使

い切る、ということです。 
 
【吉田】ありがとうございました。制度がありながら現実に利用されていない、という実

態を明らかにしていただきました。様々な事情がありましょうが、単に情報がない、使い

方が理解できない、というような原因もあるわけで、それが自治体なり施設の理由かもし

れませんが、それが子どもの側からすれば、その自治体、その施設に入ったばかりに他の

自治体や施設の子どもよりも劣ったサービスしか受けられない、というこれは大きな問題

です。 
 
 
【坂上】青森中央児童相談所長の坂上と申します。私からは、青森県の児童相談所の職員

は位置状況やその活動内容の紹介を通じて、人員が多く配置されていることの効果や取り

組みの成果についてご報告します。 
青森県は、人口 146 万人で、6 箇所の児童相談所が設置されています。これは、児童相談所



運営方針の二倍の数です。また児童福祉司の数は 51 人で、6 万 8 千人に一人という割合の

二倍以上の数です。青森県では、平成 11 年から 14 年にかけて、職員が増員されています。

当時の福祉司は 16 人で、児童福祉法施行令に定める標準的配置基準に丁度適合する規模で

した。それが、12 年度には二箇所増えました。青森県は六圏域に分かれていて、そのそれ

ぞれに設置されたことになります。また、児童福祉司及び心理判定員も 2 倍に増えており

ます。プロジェクトチームという児童福祉司もいて、これは、担当地域をもたず、個別相

談も行わず、児童虐待防止の普及啓発や民生・児童委員、地域子育て支援センター、子育

てメイトなど地域の子育てに関する団体の活動を支援する仕事をしています。13 年度には

32 人から 55 人に増えています。これは、地区を担当する福祉司が２倍に増えた計算になり

ます。14 年度には、支所を本所に格上げし、各児相とも相談業務を行う課を二つに分けま

した。そのため、相談業務を担当する課長の数も増えています。また、福祉司の増員によ

り、スーパーバイザーも設置することができるようになりました。中央児童相談所の二人

のスーパーバイザーのうちの一人は、一年間東京都の児童相談センターで虐待対応の研修

を受けてきた職員です。課長、スーパーバイザーが手厚く配置されることにより、地区担

当の福祉司も大変動きやすくなりました 
青森県のこの増員は、前知事の児童虐待の未然防止に対する強い思い入れがあったからで

す。９年には、子育て中の家庭を訪問し、育児相談に乗ることで、児童虐待の未然防止と

子育て支援を行う「子育てメイト」を、知事の委嘱で県内約３千人配置しています。この

数は、県内の民生・児童委員とほぼ同じ数です。これ以前の何年間も、県本庁に「児童相

談所のあり方検討会｣を設置し、職員の増員の必要性を訴えてきましたが、人事課、財政課

に打ち捨てられてきたというのが実態でした。児童相談所強化の直接にきっかけとなった

のは、平成 11 年６月に八戸市で起きた父親による幼児虐待事件でした。1 歳 8 ヶ月の女児

が日ごろからなつかないと腹を立て、顔を足で蹴るなどして意識不明の重体を負わせた事

件が起こりました。この女児は不幸にして 11 月に亡くなりましたが、この事件をきっかけ

に、12 月には前知事は児童相談所の職員との懇談会を開催し、児童虐待への児童相談所の

取り組みや現状について直接職員に質問し報告を受けています。これが、翌年度の支所増、

児童福祉司、心理判定員の２倍増につながったと言われています。 
この職員増員ですが、現在青森県では、心理判定員は選考採用を取り入れていますが、児

童福祉司は一般行政職で、概ね福祉事務所でケースワーカーを経験した者の中から児童福

祉司を任用していますが、現在でも児童相談所での経験年数の浅い職員が児童福祉司の多

くを占めているという状態が続いています。皆様ご承知のように、15 年 11 月の岸和田事件

を受けて設置された「児童虐待問題緊急対応検討チーム」の緊急提言でも、まずは「児童

相談所の職員を増員して体制強化に当たることがもっとも重要である」と結論づけられて

います。そういう点では、青森県では専門性の高い状態にあるとはいえませんが、「質より

量」の効果は幾つかの点で見られています。 
平成 13 年 10 月には、６児童相談所の申し合わせとして「被虐待児の安全確保を最優先と



して概ね 48 時間以内に家庭訪問を行い、保護者及び被虐待児と直接面接した上で、被虐待

児の安全確認を行うこと」と「調査にあたっては保護者とのトラブルが発生することもあ

るため、複数職員による調査・確認に務める」ことなどを決めています。48 時間以内の安

否の確認は、保育所や学校に明らかに登校している場合などは関係機関からの情報に基づ

いて、48 時間にこだわらず、直接面接のタイミングを計る場合もありますが、子どもの姿

が確認されていない場合には、必ず職員による直接面接を行うこととしています。また、

家庭訪問や学校保育所等の関係機関への訪問調査も必ず二人で出かけることとしています。

例えば青森市を所管する子ども相談第二課は地区担当の児童福祉司 6 人に対して、課長と

専任スーパーバイザーの 2 人が配置されていますので、複数での訪問調査が可能な体制に

なっています。 
このように一人でケースを抱えないですむ体制は、職員の、時間的、心理的、肉体的ゆと

りにつながっています。大都市と比較して比較的穏やかな環境の青森県でも、児童虐待の

ストレスは全国と同様だと思います。緊急一時保護を行った職員は、その母親から「人さ

らい」とののしられたり、安否確認のため訪問調査した家庭では、父親がテーブルをひっ

くり返したり、女性職員に殴りかかろうとしたり、29 条の立ち入りケースでは、やくざま

がいの父親から児童を保護する際、警察官の保護を受けながら職員も防刃チョッキを身に

つけて訪問した例もあります。先日も、母親から暴力を受け「出て行け」と怒鳴られた子

どもが交番に保護を求め、深夜 3 時半に一時保護の受け入れを行ったケースがありました。

そのたびに職員は呼び出され、対応に追われることになります。しかしこのような体制の

中でも、一人の福祉司に矢継ぎ早にケースが殺到しないため、ほっと一息つける時間のゆ

とりがあります。困難な面接指導を行っても、福祉司自身が自分を取り戻す時間を持てる

こと。心のゆとりをもって次のケースに向かっていけるため、虐待ケース意外にもていね

いなケース対応が可能となっています。全国的には、ケース記録をまとめる暇がない、と

いう報告もありましたが、青森では速やかにケース記録を残して、所長、課長と情報の共

有を図ることができていると感じています。このように客観性が確保されるという点はと

ても重要だと思っています。 
職員が増えたことにより、虐待の事後的な対応だけではなく、予防的な取り組みにも職員

の労力を割くことができるようになりました。さきほどの「児童環境づくり支援担当」は、

関係機関とのネットワークや指導、相談所の広報、普及啓発、地域の社会資源の支援、開

拓などを行っています。例えば PTA やおゆうぎ会などの 5 分、10 分時間をお借りして、虐

待防止の PR などを行ってきました。わが子の成長を楽しみにしている時間に虐待の話をす

るので、親御さんの反応はイマイチですが、学校や保育所と児童相談所との垣根がだいぶ

低くなった手ごたえはありますし、一般県民にも、虐待防止、通告の義務が浸透したと思

っています。また、子育てメイトの「ふれあいの広場」という地域の活動に入り込む支援

活動も行っています。最近は、逆に学校側から講師を頼まれる機会も増えています。 
職員増員の効果は、ケース対応にも現れています。施設入所措置をとったケースは「施設



に預けっぱなし」という批判を受けることが多いのですが、定期的な訪問調査だけではな

く、児童との面接や職員との情報交換も頻繁に行うことができるようになりました。特に

児童養護施設とは、定例的な連絡会議を開催しています。虐待のみならず、非行や情緒障

害の在宅指導でも、学校、保育所などとのネットワーク会議を開催するケースもあります。

また、親子再統合についても、独自のプログラムを作成し、取り組むことができるように

なりました。 
人員が増えたことにより、職員を研修に出せるゆとりができるなど、仕事のローテーショ

ンも弾力的にできるようになりました。短期間での職員の増員で、児童相談所全体の専門

性の低下が懸案となっていましたが、平成 13 年度からは、心理判定養成研修プログラムを

作成し、段階的な研修体系と計画的な研修の受講を進めることとしました。また児童福祉

司は 15 年度から中央児童相談所の主催で、三年未満経験の福祉司を対象に 10 日間の基礎

研修を実施しています。財政的な制約はありますが、留守を守る人員を確保できるので、

県内外の様々な研修にも多くの職員を送り出すことができています。ある意味で、量の確

保があってこそ質の向上も図ることができる、といえると感じております。 
このような職員の増員は、児童虐待への対応にも成果があったものと考えています。青森

県の相談通告件数は、13 年度をピークに、徐々に減少しています。相談処理状況を見ても、

施設入所割合、継続指導や児童福祉司指導の割合は減少し、助言指導のケース割合が高ま

っています。このことは、13 年度をピークに、処遇困難なケースが減少してきていること

を表していると考えられます。人員増により、ケース指導が丹念になり、地域での見守り

体制がとられることなどにより、再発防止が進んだこと。迅速な初期対応により、深刻化

する前に対応できていることなどが理由として考えられます。迅速な対応や的確な指導に

より学校等の関係機関から信頼を得られるようにもなりました。 
また、児童相談所の人事組織体制にも良い影響が出ていると思います。県の組織の中でも、

児童相談所での勤務を希望する職員はほとんどなく、「運悪く」児相へ配置換えになっても

「三年我慢すれば転勤できる」というのが支えになっている職員も少なくはないと思いま

す。しかし、青森県では幸いなことに、バーンアウトする職員は出ておらず、また異動希

望を聞いても、課長やスーパーバイザーの支えがあるので、もう少し児童相談所で勤務を

続けたいという声も聞かれるようになりました。 
以上申し上げたように、青森県の児童相談所は、人員増により、虐待相談に必用な対応を

確実にできる状況がある、ということをお伝えできたかと思います。しかしこれは、決し

て、｢職員が余っている｣ということを意味するものではありません。施設入所後の再統合

や、子どもの心のケアなど、まだまだ取り組まなければならない課題は沢山あります。そ

ういう分野に手をつけていくとすれば、決して今の人数では足りませんし、より高い専門

性が求められますので、量で解決できる問題でもありません。青森県でも、児童相談所の

箇所や職員の削減が俎板にあがっています。しかし、児童相談所の規模を縮小することは、

職員の疲弊、組織の専門機能の低下を引き起こします。これまで築いてきた地域の理解、



関係機関との連携や信頼関係を損ねることにもなります。児童虐待の増加や深刻化を招か

ないよう、引き続き現在の組織体制を堅持することが必要だと考えています。 
 
 
【鈴木】鈴木でございます。今日これからお話するのは、例えば私も民間団体の一員とし

て活動に関わっている茨城県のことというような特定の地域の話ではありません。また、

内容的には少し後ろ向きの話です。と申しますのは、現在の法律を見ると、東京や大阪等

の一部地域ではすでに解決済みであるとされていることが、それ以外の地域について見聞

すると、地域によっては、「児童虐待防止法は海を渡ってはこないんです」とか「虐待防止

法は川を渡れないんです」というようなことも聞きます。「虐待防止法ができたといっても

何も変わりはありません」という児童相談所もありました。法律学に携わる者の一人とし

てこれはどういうことなのかという疑問がわいてきます。 
そこで、今日の報告は、法律が適用されている現場で、一体法律がどのように扱われて

いるのかをみてみようということです。よく各地の話をうかがいますと、児童相談所は、

「知ってる、やってる、困ってない」、つまり、児童相談所は十分に知っているし、対処し

ているし、困っていないということを聞きます。これは、東京や大阪や青森といった、研

究大会でとりあげられる、先進地での取り組みについてではありません。その他の多くの

自治体での話しです。先日才村先生が NHK の番組で、「残念ながら児童相談所の職員の専

門性がございません」ということをおっしゃっていましたけれども、具体的にどういうこ

となのかということがよくわからないでいたんですね。一つの特色としては、一般行政職

の人が職員になっている。もちろん青森の報告のように、一般行政職の人も数でカバーし、

そのうちに専門性が上がってくるということがありますから、それ自体はイコール悪いと

いうことではないのでしょうが、人数が少なくてようやく慣れてきた頃に人事異動が定期

的に行われる。そして、大阪や東京や名古屋という都市部にいるとあまり実感しないかも

しれませんが、やはり県職員は、その地方のエリートなんですね。さらにこれは学生の動

向をみていてもそうなんですが、そもそも一般行政職の地方公務員になるというときに、

人の命を直接扱うようなそういう危険な仕事につくという、そういう就職の動機はないん

ですね。それが非常にシビアな職場に配属されて、そういうところでは、坂上所長がおっ

しゃったような、かつての青森で見られたような状況、つまり、そんな厳しいところでの

仕事は嫌だというような、あるいは職員がバーンアウトしてしまうという状況にもつなが

ってきます。さらにこれが、日本の法律のシステムで行きますと、児童福祉法によってそ

ういう実情を抱えた児童相談所に法的権限が集中している。そして、外国とは違って、児

童相談所の判断や活動をチェックするシステムがない。それから、児童相談所がというよ

りも、人事担当部局が全く理解していない。十年以上前から大阪の津崎所長（現花園大学

教授）が、児童相談所の専門性を高めるためには人事異動の間隔を長くしろとずっとおっ

しゃっていますし、専門職採用をした方がいいということが言われたりしていますが、各



都道府県の多くのところでは、各自治体の人事担当部局にはそんな声は届いていないとい

うことです。したがって、センター長や児童相談所長というのは、重要なポストであるか

ら、専門性を確保していこうということではなく、昇進の一つの段階として扱うのだとい

うように人事担当部局が未だに言っているところもあります。これは、児童相談所の責任

ではございません。あるいは、児童相談所の専門性を高めなければならないということで、

児童福祉司に、単純にかつて児童相談所での勤務経験がある人を再度任用するというとこ

ろもあります。ところが、不適任で他の部署に回されたり、児童相談所が嫌なので別の部

署に転勤希望を出して移っていった人まで、かつて勤務した経験があるからということで、

児童相談所に再度戻されるというようなところもあるようです。職員配置については人数

の問題だけではなくこういった問題もあります。それから研修のやり方ですが、どこでど

ういう内容をどのぐらい行ったのかということがどうもはっきりしない。一般的に、行政

職の研修というのは、その職場の一人が代表で研修に行ってきて、それを持ち帰って職場

で報告しますが、児童福祉司に関しても同じようなことをやっていて良いのか。例えば家

庭裁判所の調査官などは個別研修を受けてくるわけで、児童福祉司に関しても、そうする

必要があるのではないか。これはさきほど坂上所長もおっしゃっていましたが、数も増え

ると研修に行く機会も増えるし、例えば職場で本を読む機会も増える。これが、あまりに

も忙しいと、マニュアルの勉強さえできないという状況が一部には生じているように思い

ます。 
次に、児童相談所はやっているんだということについてですが、法律学の観点から見ま

すと、法適用に不平等があるのではないか。法適用をする相手によって、取り扱いが異な

るということが現実にはあります。例えば怖い親だとか、抗議する親には、なかなか法的

手段が取れない。一時保護に行ったけれども一時保護できないとか、あるいは児童福祉法

28 条の申し立ても怖いなとか。親から、証拠を出せとか、保護してお前らのところで子ど

もの具合が悪くなったり死んだりしたらどうしてくれるんだというようなことを言われる

と保護を躊躇すると言います。同じことをたまたまある児童相談所の所長さんが言ってお

りました。これは、法律学者から見ますと、児童相談所はそんなことも説得できないのか

と思いますけれども、でも現場ではそういうことが珍しくない。そうすると、大人しい親

には法適用するけれども、抗議する親には法適用しないということになり、これは法適用

の不平等なのではないか。その時に往々して言われるのが、人権に配慮してということで

す。この場合の人権というのは文脈からすると親の人権ということになります。これは社

会福祉審議会の答申書に、一時保護であるとか 28 条の適用の際には、人権に配慮してやり

なさいという言葉があることとの関連で出てくることだと思います。これは、家庭に法は

入らずという原則を踏まえて言われているのだと思いますが、それが逃げ道になってしま

う。その一方で、子どもの人権は一体どうなっているんだという問題が出てまいります。

これは児童福祉法 28 条の改正案との関連で、28 条の内容が変わっても、28 条を適用する

要件があっても、地域によってその 28 条が適用されないということが出てくる。同じよう



な事実関係があるのに、28 条が適用される地域と適用されない地域が出てきて、しかもそ

れをチェックする公的な機関がない。そういった意味で、法適用の不平等につながるので

はないかということです。 
 先ほどあげた三つ目の困ってないというのはどういうことかですが、一つには、ケース

の見立てが甘い、あるいはできていないということが、全国各地にあるようです。もちろ

ん通報や相談に全く対応しないわけではありませんが、適切な対応がなされていない。青

森の事例で、学校や保健師、そういうところからの不安がかつてはあったかもしれないけ

れども、きめ細かく対応すると次第に不安が解消していくというお話がありました。児童

相談所が困っていないという一方で、同じ公的機関でも、児童相談所以外の機関は困って

いるんですね。学校や保健センターは困っていて、児童相談所は困っていない。これはど

ういうことかというと、具体的には、ケースについて基本的なことが行われていないこと

がある。したがって適切な指示がなされていない。そういった意味で、通告した学校なり

保健センターなり病院は非常に危機感をもっているけれども、それに対して適切な対応が

指示されていない、つまりはきちんとスーパーバイズが行われていないので、他の機関は

困っているわけです。これに対して児童相談所は一応対応していますからそれでいいと思

っているんですね。十分スーパーバイズできていないという自覚がない、だから児童相談

所は困っていない。もちろん、すべての児童相談所がこうだと言っているのではないので

すが、一方でこのレベルにとどまっている地域も少なくないということです。 
黒田さんの話とかかわりますが、施設や公的機関での虐待もある。施設で言えば、施設

長の資格はあまりはっきりしていませんが、法律上は親権代行権が附与されている。 
また児童性愛者というのは日本ではあまりとりあげられませんが、児童性愛者は子ども

が好きですから、教職等子どもに関わる職につくケースが結構多いんですね。そうすると

これは、日本でも抜本的に制度的に児童性愛者対応をしたほうが良いのではないかという

ことを指摘しておきます。 
それから、法適用に際して親の故意過失というのを非常に気にしているようですが、子

どもの安全の確保が最優先で、親の故意過失の有無はあまり気にしない方がいいのではな

いかということがあります。 
最後に、処遇計画をめぐる問題ですが、例えば病院等に子どもを一時保護した時に、す

ぐに殊遇計画が立てられない。そこで、病院等、一時保護委託を受けた所が、退院間際に

なって困ってしまう。保護したならば保護した直後にその子どもについての処遇計画が始

められるべきなのに、保護すると安心してしまうというケースがあります。これも、病院

は困っているが児相は困っていないということです。同じことは学校についてもいえます。

在宅で通学していて虐待が疑われる子どもに関しては、当然長期休暇、夏休み、お正月や

春休みの休暇をどう乗り切るか、処遇計画を立てるべきなんですが、その辺がうまく行わ

れていない。 
 



 
 
 
【古川】古川でございます。本日は、児童福祉法の改正案のとりまとめに携わらせていた

だいたということと児童虐待の防止等に関する法律、これは議員立法ですがこの改正に際

しての国会における議論の経緯を承知している、という立場でお話させていただきます。

本日のテーマは「地域格差」と伺っています。今吉田先生にご紹介いただきましたように、

いわゆる三位一体の議論に巻き込まれている人間にしますと、思わず話を違う方向に向け

たくなりますが、そういう話は横におきまして、虐待分野における地域間格差についてお

話をさせて頂きたいと思っております。 
私の前にお話をされた青森の児童相談所長さんが、児童福祉司の数を増やす、職員を増や

す、ということによっていろんな良い面が出てきたという話をなさいました。それは本当

に一つの望ましい姿で、そうありたいと思いますが、現実的には地方公務員である児童相

談所の職員の方の配置を厚生労働省が直接決めることはできません。そうした状況のなか

で、今回の制度の見直しでは、市町村に役割を担ってもらうということ、つまりキーワー

ドとしては、虐待防止の担い手を増やす、ということで対応したいと考えました。市町村

の皆様、関係機関や NPO の皆様など地域の方々に積極的に参加していただける形を、今度

の臨時国会中に通して頂けると思いますが、児童福祉法の中に明文化することとし、市町

村ネットワークという形で位置づけるということにしたわけです。 
それから鈴木さんからは、様々な親がいることから、その関わり方のバランスが難しいと

いう指摘がございましたが、そういう観点から、厳しく接することが必要なケースを念頭

に警察の関与、司法の関与というものを今回の見直しでは強化する方向を打ち出している、

ということでございます。絶対的な職員の数が足りないということにつきましては、交付

税の措置や職員の加算というメニューを用意する形で一応対応させて頂いております。そ

れから子どもの人権と親の人権とのバランスというご指摘がございましたけれども、泉谷

しげるさんのポスターをご存知かと思いますが、子どもを虐待から守る五箇条というもの

を、椎名さんにも色々教えていただいて、昨年作りました。その一つに、親の立場より子

どもの立場、と明確に書いてあります。子どもの命が最優先、ということもかっこ書きで

ありまして、当たり前のこととして子どもを何より優先する、という意識をこういう場を

通してさらに徹底していきたいと思います。そもそも、児童分野に限らず色々なことを地

域にお願いをしていけば、格差が出てくるのはある意味では当然なわけです。私は、虐待

室長の前にも社会福祉の中での地方分権や規制改革の在り方を議論する立場におりました

が、そこで実感したのは、分権なり規制改革を進めていきますと、一つはそういった取り

組みをうまく利用して前向きに活用して伸びていく地域、もう一つはどういう枠組みにな

ろうとあまり変わらない地域、もう一つは、そういう改革が進むと、社会保障の分野の水

準が下がってしまうのではないかと懸念される地域、という三つがあるのではないかとい



うことです。社会保障の分野のみならず、前向きにどんどん取り組んで頂くのはありがた

いわけでして、地方分権も規制改革も、そういうものである限り基本的には賛成でござい

ます。ただ、三つ目の、水準が下がってしまうような懸念のあるグループに関しては、特

に、そもそも代弁者がいないような社会的に養護すべき子どもたちを支援する立場にあっ

てはそうしたことはある程度致し方ないとは絶対に言えないわけです。去年の京都でのジ

ャスピカンの大会でも、この分野で厚生労働省はこれ以上下がりません、と大きなことを

言ったのですが、それは厚生労働省への自戒を込めて、この分野で撤退するということは、

直ちに子どもたちの人生や命を守るという役目・責任から逃げ出すことになることであり、

それはあってはならないという意味で申し上げたわけです。そうした中で地域格差を是正

していく現実的な手法として、市町村の取り組み強化の方向を今回の制度見直しの中で組

み込んでみた、ということを申し上げました。なお、市町村に取り組みをお願いする際に

一番大切なこととして、市町村にこそ専門性が必要なのではないか、という議論がありま

した。それはまさにそのとおりでございまして、病気にしても、最初の見立てを間違えま

すと後に大きな影響が出てしまいますから、本来ならば、市町村にこそ専門性の高い方に

いていただきたいと思うわけです。しかし現実問題として、担い手を増やして幅広い機関

に対応して頂くということと専門性を高めるということは、理屈的には相矛盾するところ

がありまして、そこをただちに解決するのは難しいというのが現時点での正直なところだ

と思っております。ただ、虐待という深刻な状況になる前の段階、私は「プチ・リスク」

と言っていましたが、虐待のリスクが小さな段階であれば、地域には保健師さん等親御さ

んの精神的な状況も含めて専門的に対応できる方もいらっしゃいますので、一般の子育て

の取り組みの中でそういった方も総動員して虐待についての高い意識をもって対応してい

ただければ、その時点で虐待を未然に防ぐ、ということもある程度可能ではないかと思い

ます。それから、さきほど児童相談所は困っていないんだというようなご指摘もありまし

た。推測するに、今年の二月、虐待の死亡事例を厚生労働省で分析、公表しましたが、そ

の分析を見ましても、児童相談所に話の上がってきていないケースがたくさんありました。

このように児童相談所に話が届いていために児童相談所が深刻に思わないというケースな

のかもしれません。そうだとすれば、虐待防止に向けた地域の仕組みそのものが、まだき

ちんと機能するようになっていないということであり、大きな課題と言えます。こうした

ことを踏まえ、地域、市町村でネットワークを作って、そこには守秘義務を課して、関係

機関のみならず、個人も NPO も入って頂いて、ネットワークの中では情報を自由に交換で

きるようにする、外からの情報が欲しい場合には、ネットワークの中だけで使い、外には

洩らさない、という条件で情報を要請する根拠を作る、ということにして、事前に重要な

情報を集めておく。そういう仕組みを作っていこうということを一つの大きな柱としてい

ます。また、虐待防止対策室の室長の立場を離れた無責任な立場から申し上げますと、そ

うした中で市町村に人材が足りないのではないか、という意見がありますが、それについ

ては、例えば、高齢者等の施設を運営されている社会福祉法人は、いわば 24 時間運営、若



い職員の方も多く、また泊り込みの職員もいらっしゃいます。お風呂もありますし、デイ

サービスの機能もショートステイの機能あります。初期対応ということであれば、即ち、

すべてをそこで解決しようと思わなければ、完璧ではないにせよ、担い手を増やせるので

はないか。児童分野以外の福祉の仕事についておられる方々にも担っていただくことも一

案としてあるのかな、と私は思っております。この案は当時の省内ではまったく支持を得

られませんでした（笑）が、市町村役場が全責任をもつとなるとしんどくなりますので、

様々な課題はあるにせよこうした思い切った工夫をすることなどにより、担い手を増やし

ていくなどいろんな意味で地域の工夫というのはあっていいのではないかと思います。 
次に交付税の話ですが、職員の児童福祉司さん分を毎年国の方で増やしているが 6 割がそ

の基準を満たしていないという状況なのです。どうやれば児童福祉司の数を増やせるかと

いうことで、総務省さんと協議をするわけですが、その時に、実態が大事だと言われるの

です。地域で沢山職員を配置しているという実態があれば、これは本当に必要なのだと理

解ができる。基準が 15 人だから 15 人配置ということではなく、そこから一歩地域の方で

踏込んで頂いて上乗せをしていただけると、あ、これはほっておけない、本当に必要なん

だ、ということがわかる。だから交付税の方でも積み上げがしやすい、という訳です。ど

ちらが先ということはないのですが、国で色々な制度は準備させていただく、今度はそれ

を受けて地域でいろんな取り組みをして頂いて結果を出していただく、その結果を受けて

国や地方の自治体の方で色々なアイディアを出しまた更なる工夫ができるようにする。こ

ういうような形で協力をしあっていくということが、また三位一体の話に戻ってしまいま

すが、国と地方の望ましい関わりではないかなと思うわけでございます。文字通りに命に

関わる虐待という問題について、児童相談所を中心として、地域では目一杯ぎりぎりのと

ころまで取り組んでおられるというのは当時虐待室にいるときにも十分理解しておりまし

たし、今以上に取り組んでいただくためには、国としても取組を強化する姿勢を目に見え

る形にしなければならない、ということをつくづく思っておりました。さきほど虐待防止

法の話を申し上げましたが、本当に真剣に集中的に先生方にご議論いただいて、衆参両院

とも全会一致で通して頂いた虐待防止法、さらに児童福祉法と予算の３点セットで、虐待

防止対策の新たなスタートに立つのだと私は思っております。少なくとも、これにより大

きな課題をそれなりに埋めるメニューはできたと思いますので、今度は結果を出す番だろ

うと思っております。そして結果が出ればさらに一歩進める、ということにもなるでしょ

う。今年はかなり予算面でも、国ベースで３，４倍つけさせていただいておりますけれど

も、それが十分に機能していないところもある、というように伺っております。そうした

ところはとにかく結果を出す、あるいは結果を出すような体制をとって頂いて、その上で

さらに一歩進めるということではないでしょうか。もはやこの分野、後退はゆるされない

わけですから、取り組みの前進に資するようなメニュー作りを今回の一連の見直しの中で

考えさせていただいた、ということでございます。ありがとうございました。 
 



 
【吉田】どうもありがとうございました。改正法によって結果を出す、というお言葉があ

りましたが、そのために何をするべきか、ということが後半の議論になろうかと思います。 
 
 
 
 
 


